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2009年度 ジュマ・ネット活動計画 

1 はじめに 

ジュマ・ネット 代表 下澤 嶽 

 

 2008年12月に実施されたバングラデシュ総選挙において、アワミ連盟が大勝する結果となった。アワミ連

盟は、今回の選挙のマニュフェストの中に、チッタゴン丘陵和平協定実施を挙げており、ジュマの人々にとっ

て政治的局面は大きく変わってきている。 2008 年 6 月に再結成されたチッタゴン丘陵委員会（The 

Chittagong Hill Tracts  Commission）が 8月と 2月の 2回のバングラデシュ訪問を実現させ、政府関係者と

の対話も大きく進んだ。 2009 年度は、この政治的好機を最大限に活かし、チッタゴン丘陵和平協定実施の

ために躍進する年にしなくてはならない。ジュマ・ネットとしては、以下の点を活発に活動を展開していきた

い。 

 

(1) チッタゴン丘陵委員会（The Chittagong Hill Tracts Commission）の活発な活動展開 

チッタゴン丘陵委員会は2008年度に結成され、大きな成果を残した。2009年度は、さらに具体的要望と提

案、和平協定実施に向けた多様なステークホルダーの対話の場の創出、国際世論を高めるための署名キ

ャンペーンなど、これまで以上に和平協定実施を具体的に推進するための活動を展開する。また和平協定

には書かれていないが、ベンガル人入植者の再定住課題を取り上げ、これまで以上に訴えていく必要があ

る。 

 

(2) 3ヵ年計画の着実な実施と親しみやすい広報展開 

 ジュマ・ネット周辺の環境の変化に伴い、活動方針を定めた 3 ヵ年計画を策定した。2009 年はこれを着実

に実施していく最初の年となる。 

3 ヵ年計画では、平和構築を最大のプライオリティと定めた。これまでジュマ・ネットの活動は、深刻な人権

侵害や被害者の報告が目立ちすぎたが、今後は親しみやすく、チッタゴン丘陵の生活や文化に触れる広報

イメージを加えていくことも強調している。多くの市民が平和構築活動に共感できるコミュニケーションを確

立していく必要がある。 

 

(3) 事務局体制の強化 

フルタイム・スタッフが 2 名になったこともあり、活動の量・質ともに、事務局の体制は変わりつつある。ま

た、人件費の増加にともない、資金回収も重要な課題になってきている。 

助成金の収入は増加傾向にあるが、会費や寄付の自己資金の増加は緩慢で、いっそう事務局中心の運

営体制を確立し、資金獲得体制を強化する必要がある。2009 年度は毎週の事務局ミーティングを実施する

ほか、経理処理の専門のボランティアスタッフの採用を検討したい。また、労働時間や出勤簿管理、業務モ

ニタリング、業務の明確な分担を行なうなど体制の強化を図りたい。 

 

 ジュマ・ネットの変化を象徴的にあらわすものとして、4 月に予定していた「ボイサビ」の中止があった。「ボ

イサビ」はジュマ・ネットが始まった当時一番大きなイベントであったが、年々参加者が減り、ジュマ・ネットと

してボイサビを通して何をめざすべきか、不明瞭になりつつあった。ジュマ・ネットの中止を受けて、今年は

在日ジュマの人々によって新たに継続開催されるようになった。 

これまでも多くの方々にご支援をいただき、感謝します。また本年度もぜひよろしくお願いします。 
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2009年度 活動計画内容一覧 

 

活動の領域 内   容 

平和促進活動 

(1) チッタゴン丘陵委員会を通した平和促進活動 

(2) 市民参加型署名キャンペーン 

(3) 日本政府・JICAへの働きかけ 

(4) 活動地域拡大のための検討をすすめる 

被害者支援活動 
(1) ドゥルバル・ネットワークを通した女性支援 

(2) 子どもの教育のための奨学金支援事業 

知らせ・交流する活動 

(1) チッタゴン丘陵活動家招聘事業 

(2) チッタゴン丘陵でのスタディツアーの実施 

(3) 会報の発行と送付、ウェブサイトの充実 

(4) 勉強会 

(5) アースデイ代々木、国際協力フェスティバル等への出展 

(6) 映画「コルノフリの涙」DVD、ブックレット・白書の販売 

収益事業 (1)  メロン、かぼちゃ、コーヒー、お米、手工芸品等の販売 

運営体制 

(1) 会員・寄付者、マンスリーサポーターの募集 

(2) 総会の開催と定期的な運営委員会の開催 

(3) 現地調整スタッフ 1名の増員と長期調査員の派遣 
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 平和促進活動                                              

(1) チッタゴン丘陵委員会（The Chiｔtagong Hill Tracts Commission）との連携による平和促進活動 

チッタゴン丘陵委員会は、ヨーロッパの人権活動家やバングラデシュの専門家によって 1991年に結成さ

れたもので、紛争期のチッタゴン丘陵問題の国際世論の形成に大きな役割を果たしてきた。しかし和平協定

後は活動が停滞したものの、2008年6月に再結成され、8月、2月と2回のバングラデシュ訪問を果たした。 

2009年度は8月にバングラデシュ訪問が予定されているが、おそらく2月頃にもう一度訪問がされる見込

みである。これらの機会を最大限活かし、和平協定実施のための多様なステークホルダーの対話の場作り

をしていく。ジュマ・ネットからは上村英明委員を始め、運営委員や事務局スタッフが参加する見込みである。

また和平協定実施のための国際世論をつくるため、署名キャンペーンなどを実施する。また、これまで集め

てきた、不当な人権侵害や土地収奪に関する情報などを集約し、出版する予定である。 

これらの活動は主にトヨタ財団の資金を充てて行なう予定である。 

 

■プロジェクトの概要 

プロジェクト最終責任者 IWGIA（International Work Group for Indigenous Affairs） 

プロジェクト実施者 OCCHTC、IWGIA、Jumma Net 

総予算 412,474 EUR（3,101,986 DKK）（3 ヵ年合計 約 6,723万円） 

プロジェクト期間 3年（2008年 1月～2010年 12月） 

活動計画 

A．定期的なバングラデシュ訪問 

 

第 1回は 2008年の 8月、2月に実施した。2009年は 8月、2010年 2

月に正式訪問を検討する。また、必要に応じて緊急事実確認訪問を

行なう。 

B．出版 

 

和平協定の実施状況のスタディ、人権侵害に関する定期的な報告書

作成、フォローアップレポート（2008年、2009年、2010年） 

Ｃ．市民の気づきとメディアキャン

ペーン 

ハガキキャンペーン、国際セミナーやシンポジウムの開催等 

Ｄ．平和構築イニシャティブ バングラデシュ政府との対話、関係国際機関への働きかけ 

Ｅ．ドナー対話 バングラデシュ支援ドナー国への働きかけ 

Ｆ．国際ロビーおよびアドボカシー

活動 

国連機関、人権団体等への働きかけ 

 

チッタゴン丘陵委員会の構成 （2009年 4月現在） 

バングラデシュ人メンバー 

Mr.Shapan Adnan （シンガポール大学教授） 

Ms. Sara Hossain (弁護士 チッタゴン丘陵委員会共同代表) 

Mr. Zafar Iqbal （作家） 

Ms. Sultana Kamal （弁護士） 

http://www.iwgia.org/
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Lord Eric Avebury （英国下院議員 チッタゴン丘陵委員会共同代表） 

Ms. Victoria Tauli Corpuz （国連先住民族問題常設フォーラム議長） 

Ms Ida Nicolasen （国連先住民族常設フォーラム副議長、国際人権学術社会ネットワーク理事 チッタゴン

丘陵委員会共同代表） 

Mr. Lee Swepston （ILO169条約の起草者） 

Mr. Hideaki Uemura （恵泉女学園大学教授、市民外交センター代表） 

Ｍr. Lars- Anders Baer （サーミ議会議長） 

Robert Evans （欧州議会議員） 

 

(2) 市民参加型署名キャンペーン 

これまでジュマ・ネットは、日本市民にチッタゴン丘陵問題を知らせ、和平協定実施を促す市民からの署

名を集めるエクパタ（1枚の葉）・キャンペーンを、過去 2年間続けてきた。その数はおよそ 1,300枚に達し、

一部は在日バングラデシュ大使館に届けられた。 

今回のキャンペーンはチッタゴン丘陵委員会やチッタゴン丘陵問題に取り組む国際NGOと協同し、ウェブ

サイトを活用した世界規模の署名キャンペーンを検討する。これらの署名は、チッタゴン丘陵委員がバング

ラデシュ政府のハシナ首相を訪ねる際に手渡すもので、目標としては 10万人の署名を集める計画を検討し

ている。 

 

(3) 日本政府・JICAへの働きかけ 

 2009年 2月のチッタゴン丘陵委員会のバングラデシュ訪問の成果については、外務省、ＪＩＣＡそれぞれを

訪問し報告を行なった。2009 年度もチッタゴン丘陵委員会のバングラデシュ訪問のたびに、訪問と報告を継

続していく。 

また、バングラデシュ訪問時は、在バングラデシュ日本大使館、現地 JICA事務所への訪問と報告も継続

して行なう。また、今後、バングラデシュに関係する日本の議員への資料送付や状況報告などを行い、働き

かけを徐々に活発にしていく必要がある。 

 

(4) 活動地域拡大のための検討 

 ジュマ・ネットはこれまでチッタゴン丘陵地帯だけに焦点を当てて活動して来た。しかし、現地情勢はいつ

どのように変化するかわからず、現地に立ち入れなくなる可能性もはらんでいる。そのリスク分散のために、

活動地域をもう 1箇所持つことを検討していく。 

 

 被害者支援活動                                             

(1) ドゥルバル・ネットワークを通した女性支援 

 2008年度は、先住民族女性のレイプ被害者の 3 ヵ年支援活動の 1年目を実施する予定であった。そのた

め、ドゥルバール・ネットワークのメンバーを日本に招聘し、活動の意義と必要性をアピールした。チッタゴン

丘陵現地では、バングラデシュ政府の許可が取れしだい、すぐにスタートする予定であった。 

しかし、ドゥルバール・ネットワークのNGO登録に時間がかかったこと、また 2008年 12月で政権が変わ
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ったために時間がさらにかかり、2008 年度中には送金できず、実質活動をスタートさせることができなかっ

た。現在もドゥルバール・ネットワークは政府のNGO登録を待っている状態である。 

 2009 年度は、もともとドゥルバール・ネットワークの母体であった、ナリポッコのプロジェクトとしてこのプロ

ジェクトの再申請し、許可が下り次第、活動を開始する予定である。 

 

計画している主な活動内容 

活動内容 活動地域 

ドゥルバル・ネットワークの活動維持費（交通

費、会議費など） 

チッタゴン丘陵 3県（カグラチャリ県、ランガマティ県、バンド

ルボン県）、コックスバザール県、チッタゴン県の 5県 

被害発生直後の医療的支援およびレイプ被

害の医学的承認プロセスの支援 

チッタゴン丘陵 3県（カグラチャリ県、ランガマティ県、バンド

ルボン県）、コックスバザール県、チッタゴン県の 5県 

被害発生の具体的調査と証言の収集と記録

化 

チッタゴン丘陵 3県（カグラチャリ県、ランガマティ県、バンド

ルボン県）、コックスバザール県、チッタゴン県の 5県 

被害者が訴訟を行なう場合のアドバイス カグラチャリ県のみでパイロット・プロジェクト 

報復の恐れのある女性や家族の一時保護 カグラチャリ県のみでパイロット・プロジェクト 

公的機関への情報提供 チッタゴン丘陵 3県（カグラチャリ県、ランガマティ県、バンド

ルボン県）、コックスバザール県、チッタゴン県の 5県 

法的保護が得られるような制度の追求と政

府への協働の呼びかけ 

チッタゴン丘陵 3県（カグラチャリ県、ランガマティ県、バンド

ルボン県）、コックスバザール県、チッタゴン県の 5県 

 

(2) 紛争被害児童・生徒への奨学金支援事業 

2008年度はマハルチャリ襲撃事件被害生徒 2名と過去の虐殺事件で父親を殺害された生徒の合計 3名

に加え、新しくランライ・ムロー氏の子ども 3名、シャクティパド・トリプラ氏の子ども 2名、2008年 4月にラン

ガマティ県サジェクで発生した襲撃事件の被害世帯の子ども 3名、計 11名の奨学金支援を行った。 

 残念ながら、2年連続試験に合格しなかったクキ・チャクマ、ニムニ・チャクマの継続を 2009年は見送るが、

新規 4～5名の生徒を加え、本年は以下の生徒へ奨学金の支援を行なう予定である。 

 

2009年奨学金支援計画 

2009年度支援計画  

ニデッション・キシャ(2007年より

継続) 

2007 年より継続。大学 2年生の男の子。2003年マハルチャリ事件の被

害家族。 

ルメ・ムロー(2008年より継続) 

15歳の女の子。バンドルボン県に住む 10年生。父親はランライ・ムロー

で不当逮捕でひどい拷問を受けたのち、長く逮捕監禁されていた。2009

年 2月には仮釈放されたが、裁判はまだ続いている。 

アセンズ・ムロー（2008 年より継

続） 

12歳の男の子。7年生でダッカの寄宿学校であるボノフールで学んでい

る。父親はランライ・ムロー。 

デワイ・シドニー・ジョイ・ムロー

(2008年より継続) 

6 歳の男の子。バンドルボン県の自宅から学校に通う 2 年生。父親はラ

ンライ・ムロー。 

チャンドラ・トリプラ（2008 年より 17歳の女の子。国家高校卒業認定試験を受験中。父親は、2009年に不
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継続） 当逮捕されたシャクティパド・トリプラ氏の長女。 

ショントゥア・トリプラ（2008 年よ

り継続） 

15 歳の男の子。ダッカの寄宿学校であるボノフールに通う 10 年生。父

親はシャクティパド・トリプラ。 

シュク・チャクマ-（2008 年より継

続） 

11歳で 6年生で学ぶ子。2008年 4月にサジェクであった襲撃事件後殺

害された Ladu Moniの子ども。 

デプ・チャクマ（2008 年より継

続） 

10歳で 1年生で学ぶ子。Ladu Moniの子ども。 

リク・チャクマ（2008年より継続） 6歳で 1年生で学ぶ子。Ladu Moniの子ども。 

新規支援者 4名～5名  

合計 13～14名  

 

 知らせ・交流する活動                                        

(1) ＣＨＴ活動家招聘事業 

 ここ数年継続している、ジュマ活動家の日本への招聘事業であるが、2009 年度はチッタゴン丘陵委員のメ

ンバーを招聘し、現在交渉を続けている和平協定実施やベンガル人入植者の再定住の可能性について、

日本社会で関心をもつ市民に訴えていく。また、外務省、JICA にも訪問し、積極的な日本政府の関わりを促

していく。開催時期は未定だが、9月もしくは 10月開催を目指す。 

 

(2) チッタゴン丘陵へのツアー実施 

2008年度は初めての試みとして「エスニック・ピース・ツアー」を2回実施（そのうち1回は治安情勢のため

中止）した。しかし、思った以上に参加者が伸びず、収益につながらなかった等の反省があった。 

2009 年度は安全とマラリア対策のあり方を慎重に検討しながら、チッタゴン丘陵でのツアー実施の可能

性を探る。実施に踏み切る場合は、当面は年 1回、下半期の実施を検討したい。 

 

(3) 会報の発行と送付、ウェブサイトの充実 

3 ヵ年計画では、広報アイテムの優先順位やトーンの見直しを検討することになった。人権侵害や被害者

報告を前面に出すのではなく、平和構築のビジョンや現地の人々の考え方、生活、文化の奥行きが伝わる

ように広報マナーを整理していく。 

以上の方針を受けながら、会報については年 4回、16pの会報を発行していく。 

またウェブサイトについては、4月 1日から新しいサイトに更新されたが、今後は、役員のブログ、英文サ

イト、写真、動画などを使い、月間訪問者数 5,000を目指す。 

 

(4) 勉強会 

2009 年度は副代表のトム・エスキルセンが会の収益もかねた、「人権 NGO スタッフのための英語教室」

（仮称）を実施する予定。また、内部勉強会として「世界の人権関連条約と国連」（仮称）等を随時実施する。 

 

(5) アースデイ、グローバルフェスタ等への出展 

集客力のあるイベントへの出展は、販売収益があがるだけでなく、ボランティアの活動の場、署名などを
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集める場としても有効である。2009年は上記のイベントに出展する。署名回収150人、販売事業は純益で24

万円を目指す。 

 

(6) 映画「コルノフリの涙」DVD、ブックレット、チッタゴン丘陵白書等の販売販売 

 これまでに作成したブックレット、チッタゴン丘陵白書、販売権を保有している DVD を、2009 年度も販売し、

チッタゴン丘陵の実情を多くの人々に伝えていく。 

 

 販売収益事業                                                 

(1) 販売収益事業の実施 

この事業は 2008 年度から、ジュマ・ネットの活動費を捻出するために開始したもので、ジュマ・ネット関係

者が「独創的で安心なグッズを、生産プロセスや原料など良心的なもの」を厳選した品物を支援者にアピー

ルして、販売するものである。2008年度は試験的な実施にもかかわらず、メロン、カボチャ、米、手工芸品な

どを販売したところ、多くの方の理解を得て、30万円近い収益が生み出された。 

本年度は、さらにコーヒーなどのアイテムを増やし、販売純益 35万円を目指したい。 

 

 運営体制の強化                                             

(1) 会員・寄付者、マンスリーサポーターの募集 

2008年度は、事務局、運営委員の努力もあり、約200名の個人会員と 11の団体会員、約130万円の一般

寄付の支援を受けることができた。まだ十分ではないものの、多くの方々の善意により、ジュマ・ネットの資

金的基盤が支えられるようになってきている。 

2009 年度は、これまでの会員や寄付者に加え、マンスリーサポーター制度を確立し、アピールしていきた

い。そのため、銀行口座やクレジットカードからの自動引き落しができる決済サービスを確立し、マンスリー

サポーターを今後のジュマ・ネットの支援者の軸となるようにしていきたい。 

2009年度は制度設計の年度であるため、大幅なサポーター増大は望めないが、2009年度は 40名、60万

円の新規サポーターを獲得していくことを目標としたい。 

 

(2) 総会の開催と定期的な運営委員会の開催 

年 1回総会を開催するほか、年 9回～10回の運営委員会を開催し、事業の方針や進捗の確認をする。 

 

(3) 現地調整スタッフ 1名の増員と長期調査委員の派遣 

プロジェクトの多様化にともない、現地の調整事項が増えており、年数回の出張ベースの調整では十分

でない場合が増えている。今後調整業務の内容と量を確認しつつ、必要に応じてバングラデシュ現地で調

整業務にあたるスタッフの採用も検討する。 

また事業全般の調整および現地情報収集のため、事務局スタッフまたは運営委員等の長期派遣も検討

する。 

 

以上 


